
CLUBOFNA(

WERKLY

七‘ごや
私岐回

NAGOYA-CHIKUSATHEROTARY

’

題字黒野清宇

B＆■さ ’ I●■

慈愛の種を播きましょう SowtheSeedsofLove
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炉…響侭狸侭繕'…きょうの例会…宗凶侭錘'侭…篭
;第966回平成14年10月1日(火） 哩副
蟻哩‘弼僅》侭塔,侭響嗣起》瞬智轟響侭起,屏響嗣鰹病鰹,届智嗣淫揖起り侭響侭竪,詞盛

“米山月間に因み'，
米山奨学生 王道海君

'冨響侭…竺歸些侭響先週の記録癖響謬壼…響而彰鰹罰
#第965回平成14年9月24日(火） 晴：
蟻‘豐娠ｼ響《侭ｼ醤,嗣碧轟響謁響轟響編型侭響侭響嗣響‘舞淫,嗣轡侭響侭響《積ｼ魁,侭鯉

囹"手に手つないで”

囮出席報告

会貝 70(64)名 出席 47名

出席率 7344％

前々回 9月10日（修正出勝率) 95.31%

囮ビジター紹介 2名

囹10月会員誕生日

加藤(重)君(10/1)、水野(賀)君(10/5)、

柵木君(10/10)、佐野君(10/19)、神崎さん(10/25)

｜谷口幹事報告’
1 ．次回例会終了後、理事役員会を開催致しますの

で理事役員の方はお残り下さい。

2．すでにご案内しております国際博覧会ロータリー

館建設資金創出に伴うチャリティーコンサート合

唱団ですが、再度呼び掛けがございました。ご家

族の方でも応募出来ますので、参加頂けます方は

事務局までお申し込み下さい。

｜大口会長挨拶｜
万葉の散歩道

みなさん、 こんにちは！

ビジターにみなとRC飯田さん、瑞穂RC遠山さん

ようこそ！遠山さんは私の患者でもあり、古くから

の友人ですので、今日は緊張しています。

本日は東山植物園の万葉の散歩道についてお話し

ます。

万葉集には4,500余の歌があり、そのうちの3分の

1が植物を詠んだものだそうです。現存最古の歌集

で奈良時代末期か平安時代初期に編さんされた歌集

で古代の歌を集大成したものです。大伴家持が大き

な役割を果たしたとされ20巻から成っており、相間

歌（恋愛の歌が多い） ・挽歌（人の死を悲しむ歌） ・

雑歌（それら以外の歌）の3つの歌に大きく分けら

れます。

万葉集が編まれたころには、まだかな文字がなく

漢字で国語を表記する方法がとられていました。こ

れらの文字を今日では、 「万葉がな」と呼んでいます。

代表的な歌人には、額剛王・柿木人麿・山部赤

人・大伴家持などがおり、それぞれ個性的な歌を残

しています。さらに東歌（あずまうた） ・防人歌

(さきもりうた）は豊かな人間性と現実に即した庶民

の真情を歌い、私たちの心を強く打つものが多くあ

ります。

「万葉の散歩道」は、これらの内から公募により

百首を選び植物園内の自然景観にあわせて植物を植

え、歌碑や歌看板を設置したものです。ここには樹

木54種・草木46種が植えられており、四季折々の花

を楽しんだり、歌を鑑賞したりして万葉時代の情景

を思いつつ散策できるようになっております。

今回、創立20周年記念事業の1つとして千種区の

花である“あじさい”を詠んだ、橘諸兄（たちば

なのもろえ・奈良|l手代の貴族・684-757）の歌「紫陽

花の八重咲く如く彌つ代にをいませわが背子

見つつ偲はむ」 （巻20－四四四八）の歌碑をあじさい

が植えてある場所に寄贈することになりました。こ

の散歩道は、合掌造りの家を起点として日本庭園を

通り名古屋市内が一望でき、 さらに御嶽山や伊吹山

が眺められる花畑を横切って洋風庭園に至る1キロ

の変化にとんだコースです。一度ご家族で散策され

てはどうでしょうか･ ･…．。

へ

へ

久野財団委員長よりお願い

1988年以来、世界125ヶ国で35万症例のあったポリ

オが、 2001年は10ヶ国600症例と99.8%減少していま

す。2005年のロータリー創設100周年には“ポリオ撲

滅宣言”をしたいと活動を続けており、ワクチン費

用として不足の8000万ドルの内、 日本では20%の

1600万ドルを拠出する為、当地区でも会員一人当たり

150ドルを3年間で50ドルずつご協力をお願いしたい

と思っておりますので、宜しくお願いします。

※この後ポリオのビデオを放映

-1-

輪71本年度会長テーマ EXPO開催まであと 906日 本紙は再生紙を使用しております。
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名古屋千種ロータリークラブ

承認 1982年8月24日

例会日 火曜日 12:30
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(9/24分） 林 哲央・石黒 正則 樫尾 冨二．木原 喜造；

黒野貞夫 加藤 大豊・河村 政孝 西野 英樹・笹野 義春；
黒野清宇寄贈、豊田市収蔵美術 菊池 昭元・小林 明 鈴木 正男・竹内 眞三ゼ

〈
品展Ⅲが10月1日から14日まで、 小杉 啓彰・小山 雅弘 谷口 優 く

<
豊田市美術館ギャラリーで開催さ 小坂井盛雄・松居敬二 結婚記念日祝い。 く

れます。宜しくお願いします。 松永 正史・三輪 康 池田 隆・永井 勝；
宮尾紘司 三好 親・水野 民也 爽やかな秋晴れです。 ＞＞
朝日陶芸展落選作品を日進市民 水谷 祥督・西川 豊長 結婚記念日祝い。 2

〈
美術展に出品し、市教育委員会賞 大口 弘和・鈴木 理之 水野賀績 〈
に入賞しました。 舎人 経昭・山田 毒勝 会員誕生日祝い。 〈<
黒須アイ子 吉田 節美・吉田 玄 結婚記念日祝い。 ／〉

22日、河口湖カントリークラブ 爽やかな秋晴れです。 成田良治 2
〈

で雨の中、幻想的な富士山（墨 神崎住恵・久野 峯一 夫人誕生日祝い。 〈
〈

絵のような） を見る事が出来ま 佐野 寛 結婚記念日祝い。 〈

した。 会員誕生日祝い。 〈〆
在田 忠之．浅井 誠寿 伊藤健文 ｜ 合計 ｜ ミ

| 123,000円|| :藤田千津子・萩原喜代子 夫人誕生日祝い。
／

〉 へ
〆 〆

2 (9/17分） くお願いします。 三好 親・水谷 祥督ゼ
ノ ノ

ゼ大口弘和 小山雅弘 森 幸一・森岡 文明ゼ
メ 本日は多数のご夫人の参加を頂 佐久間さん、ありがとうござい 西川 豊長・大谷 和雄；
；き、 ありがとうございます。 ました。 佐久間良治・佐野 寛：
； 又､ 20周年記念では色々とお手 浅井誠寿 笹野 義春・澤田 淳治：
＃伝い頂きます。合わせてお礼申し 佐久間君の風雅に敬意を表して。 鈴木 正男・鈴木 理之；

#上げます。 風を活<なり七草のそれぞれの 竹内 眞三・谷口 優；
；松居敬二 藤田千津子・二村 聰 舎人 経昭・魚津 常義；

; 20周年記念式典では本日ご出席 萩原喜代子・池田 隆 吉田 節美・吉田 玄；

；の会員及びご夫人のご協力をお願 池森 由幸．伊藤 健文 20周年記念例会の成功を祈って．〈
〈

ぞい致します。 樫尾 當二・加藤 重雄 〈
〆 ／

〉 又、松楓閣をご利用頂きまして 加藤 大豊・河村 政孝 〈

；ありがとうございます。 菊池 昭元・小林 明 く
〈

;宮尾紘司 小杉 啓彰・小坂井盛雄 合計 ｜ ；
; 10月23日は皆様の御協力よるし 牧野登志子・三輪 康 | 67,000円 | ;
／
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例会変更のお知らせ'F

名古屋名南RC lO/15脚ゆったり例会の為、

名鉄ニューグランドホテルにて

名古屋名北RC IO/16(水)夜間例会及び1DMの為、

プチヴェールにて17時30分～

名古屋守山RC IO/16(水)秋の行楽会の為、

10/18～19奥飛騨・福地温泉

名古屋東山RC 10/17(水職場例会の為

名古屋みなとRC lO/18(金)観劇会の為、御園座

あ ま RC lO/21(月)秋の家族会の為

名古屋東RC lO/21(月)夜間例会及びIDMの為、

10/22㈹八勝館にて18時～

へ
麻雀会成續

於：

NAME

成田良治

久野峯一

澤田淳治

黒須アイ子

、

松楓閣 9/18(水）

MARK

＋67,200

＋43,700

＋28,300

△37,000

(参加者 12名）

RANK

優勝

2位

3位

B B

今年度第一回は、 18時から20時迄、一時間

打ち切りの2回戦とし、終了後は会長・幹事

にも御出席いただき、懇親会を行い、楽しい

ひとときを過ごしました。

学C夕

欝藤鰯
ノ、

圏次回例会（10月8日） 音楽演奏 オーボエ奏者佐藤栄里子さん （紹介大谷君）
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